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平成31年度 倉吉市臨時職員・一般職非常勤職員募集要項

平成31（2019）年６月（予定）から勤務していただく臨時職員及び一般職非常勤職員を募集します。

【受付期間】 平成31（2019）年4月15日(月)～5月7日(火) 午後５時15分必着

☆受験申込手続

受験申込書に必要事項を記入の上、６ヶ月以内に撮影した写真（縦4.0㎝、横3.0㎝）を貼り付けて、倉吉市

役所職員課に提出してください。受験申込書は表裏の一枚となっています。ホームページからダウンロードす

る場合、両面印刷にてご利用ください。

○ 持参による申込み 受付時間：午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、祝日を除きます。）

○ 郵送による申込み 封筒の表に「臨時・非常勤職員受験申込」と朱書きしてください。

○ 受付期間終了後に到達したもの及び不備があるものは受付できませんので、余裕をもって申込みを行って

ください。

☆募集する職種、業務内容、受験資格、人数及び賃金・報酬の額

※ 原則として応募はひとつの職種に限ります。ただし、司書に関してはＥとＦで併願可能です。

※ 採用時までに賃金・報酬額に改定があった場合は、それによります。

① 臨時職員 ≪週38時間45分の勤務≫

職種
業務内容 問い合

わせ先

募集

人数
報酬

受験資格・備考

Ａ 事務補助

保健センター等の出先も含めた市の機関に勤務し、事務補助（パ

ソコンでの入力作業や窓口対応業務など）を行います。 職員課

22-8164

３人

程度

日額

7,300円１ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

２ 普通自動車の運転免許を有することが望ましい（ＡＴ限定可）。

Ｅ 図書館

司書

市立図書館又は市立せきがね図書館に勤務し、司書事業に従事し

ます。

図書館

47-1183
１人

司書資格

有る人

日額

7,900円

・

司書資格

無い人

日額

7,300円

１ 市立図書館又は市立せきがね図書館のいずれでも勤務が可能

であること。

２ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

３ 普通自動車の運転免許（ＡＴ限定可）を有し、本の運搬や業務

連絡などの移動において私有車が利用可能であること。

４ 当該私有車について、自賠責保険のほか、対人損害賠償１億円

以上及び対物損害賠償500万円以上の任意保険契約を締結して

いること。

※図書館司書の資格は必須ではありませんが、資格を有することが

望ましい。

※勤務日・勤務時間はローテーションによります。ただし、勤務

時間は1週間当たり38時間45分です。

◎非常勤職員の学校図書館司書（職種記号Ｆ）との併願も可能です。
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② 非常勤職員 ≪週38時間45分未満の勤務≫

職種
業務内容 問い合

わせ先

募集

人数
報酬

受験資格・備考

Ｄ 保健師・

助産師・看

護師

保健センターに勤務し、訪問指導、健診等の保健事業全般の業務

に従事します。 保健セ

ンター

26-5670

２人

程度

月額

156,600円
１ 保健師、助産師又は看護師のいずれかの資格を有すること。

２ 普通自動車の運転免許（ＡＴ限定可）を有すること。

３ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

Ｆ 学校図書

館司書

市立小中学校に勤務し、学校図書館の運営・管理ならびに学校運

営上必要な業務に従事します。

※市立図書館又は市立せきがね図書館で勤務する場合もあります。

学校

教育課

22-8166

１人

司書資格

有る人

月額

134,300円

・

司書資格

無い人

月額

121,500円

１ 図書館司書の資格を有すること、又は図書館司書の資格を有し

ないが公立図書館又は学校図書館での勤務経験が１年以上ある

こと。

２ 市内小中学校のいずれにおいても勤務可能であること。

３ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

４ 普通自動車の運転免許（ＡＴ限定可）を有し、本の運搬や業務

連絡などの移動において私有車が利用可能であること。

５ 当該私有車について、自賠責保険のほか、対人損害賠償１億円

以上及び対物損害賠償500万円以上の任意保険契約を締結してい

ること。

※勤務時間は１週当たり29時間です。

◎臨時職員の図書館司書（職種記号Ｅ）との併願も可能です。

AH 介護認定

調査員

長寿社会課に勤務し、介護保険申請時の訪問調査業務に従事しま

す。

長寿

社会課

22-7851

１人

月額

154,300円

(29時間勤

務の場合)

１ 介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、看護師、保健師等

の資格を有することが望ましい。

２ 介護認定調査員新任研修を受講済であること、又は認定調査経

験者で現任研修を受講済であること。

３ 普通自動車の運転免許（ＡＴ限定可）を有し、関係機関等への

移動などにおいて私有車が利用可能であること。

４ 当該私有車について、自賠責保険のほか、対人損害賠償１億円

以上及び対物損害賠償500万円以上の任意保険契約を締結してい

ること。

５ パソコン（ワード、エクセル）の基本操作が可能であること。

※勤務時間は１週当たり29時間ですが、短時間勤務について相談に応じます。

Ｌ 倉吉交流

プラザ管理

人

倉吉交流プラザ（市立図書館）に勤務し、下記業務に従事します。

・各研修室等の利用に関する業務（鍵・備品の貸出し及び返却時

の受取りなど）

・窓口案内及び電話応対に関する業務（各研修室等の利用案内、

倉吉パークスクエアの施設案内など）

・建物施設内の巡回及び閉館に関する業務

・空調など建物設備の運転及び管理に関する業務

・遺失物に関する業務（遺失物預かり及び返却・台帳記録など）

・その他、図書館長が指示する業務

市立

図書館

47-1181

２人
時給

941円

夜間勤務：休館日以外の週３日程度

・午後５時45分から最長午後10時15分まで

（夜間利用者がない場合は午後７時まで）

（図書館資料整理休館日(毎月最終木曜日)の勤務時間は、午後５

時15分から） ※次ページに続く
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☆この試験を受けられない人

地方公務員法第16条の規定に該当する人（次のいずれかに該当する人）

(１) 成年被後見人又は被保佐人

(２) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

(３) 倉吉市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人

(４) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又

はこれに加入した人

☆試験日・試験方法 ※試験会場、試験日・時間等の詳細は、前日までに応募者に直接連絡します。

☆合格者の決定及び発表

・それぞれの試験には、一定の基準があり、この基準に満たない場合は、不合格とします。

・合格者は、各試験種目の得点を合計した点数の高い順に決定します。

・合否については、受験者全員に結果を通知します。

※前ページからの続き

日直勤務：休館日など図書館長が指定する日

・建物設備等の管理上、特別に業務を行う場合

※管理人２人での交代勤務となります。

※健康保険･厚生年金及び雇用保険には加入しません。

Ｐ 人権文化

センター指

導員

人権文化センターに勤務し、人権文化センターの管理運営、人権

相談及び人権啓発に関する業務、地域住民の自立支援のための助

言・指導に従事します。

また、同和問題をはじめ身近な人権問題に認識を持ち、研修会、

学習会等の諸活動を実施及び参加し、適宜指導等を行います。人権

教育推進員の兼務をお願いする場合があります。

人権

政策課

22-8130

２人
月額

153,100円

１ 普通自動車の運転免許（ＡＴ限定可）を有すること。

２ パソコン(ワード、エクセル)の基本操作が可能であること。

※勤務時間は１週当たり29時間の勤務で割り振りしますが、

夜間や土・日曜日・祝日の業務（不定期）もあります。

Ｚ 歴史公園

看守人

文化財課に勤務し、歴史公園の巡回・清掃作業及び除草・芝刈り

作業に従事します。

文化財

課

22-4419

１人
月額

80,000円

１ 普通自動車（ＡＴ限定不可）の運転免許を有し、移動や物品運

搬等において自己が所有する軽トラック車の利用が可能である

こと。

２ 当該私有車について、自賠責保険のほか、対人損害賠償１億円

以上及び対物損害賠償500万円以上の任意保険契約を締結してい

ること。

３ 草刈機（肩掛け・自走式）の使用が出来ること。

※勤務時間は１週当たり20時間未満です。

※健康保険・厚生年金及び雇用保険には加入しません。

試験日時 平成31（2019）年５月13日（月） 時間未定

試験会場 倉吉市役所（倉吉市葵町722）

試験方法
面接試験（集団又は個別面接による人物、識見、職務適性、対人関係能力等について

の口述試験）
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☆雇用条件（基本的内容を示したものであり、勤務日数や時間、雇用形態等により変わる場合があります。）

臨時職員 非常勤職員

勤務日

勤務時間

平日の午前８時30分～午後５時15分

（週38時間45分勤務 ただし、勤務日及び勤務時

間は、配属先によって変わる場合があります。）

基本は１週当たり29時間程度で、１日７時間45分

以内で割り振りします。

（勤務曜日及び勤務時間は、配属先によって異な

ります。業務内容、受験資格・備考欄をご確認く

ださい。）

雇用期間

平成31（2019）年９月30日まで

（本人の勤務状況等に応じて、１回に限り更新さ

れることがあります。）

※配属先によって変わる場合があります。

平成32（2020）年３月31日まで

（本人の勤務状況等に応じて更新されますが、65

歳以上の人は、原則、更新されません。）

給料

手当

賃金（日額または月額計算）

時間外勤務手当

通勤手当（要件を満たす人に対し支給）

報酬（月額または時給計算）

通勤手当（要件を満たす人に対し支給）

業務で私有車を使用した場合、市が規定する旅費（車賃）を支給します。

休暇
年次有給休暇、特別休暇

（雇用期間が１ヶ月以上の人に採用時付与）

年次有給休暇、特別休暇

社会保険

健康保険・厚生年金、雇用保険に加入 健康保険・厚生年金、雇用保険に加入

（勤務時間が、１週当たり20時間未満の場合は加

入しません。）

その他
臨時職員及び一般職非常勤職員には地方公務員法が適用されるため、正職員、アルバイト等雇用形態

の如何を問わず、兼職は原則できません。

【申込み・お問い合わせ先】 住所：〒682-8611 倉吉市葵町722

倉吉市役所 職員課人事係 電話：0858-22-8164

ファクシミリ：0858-22-1087

shokuin@city.kurayoshi.lg.jp


